
期　日：

会　場：

主　催：

共　催：

後　援：

主管：

総務：

審　判　長：

記録・情報主任：

■グラウンドコンディション

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

10:00 曇り 北西 1.0 11.4 45.0 12:00 曇り 北 0.3 14.6 39.3
11:00 曇り 北西 0.8 12.9 39.7 13:00 曇り 北西 1.2 14.2 40.0

■フィールド競技における記号の説明

■略号の説明

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）

大会コード 23170723

２０２２年度　第４回チャレンジ記録会茅野（９２回）

公　式　記　録　集
令和５年３月２１日（火）

茅野市陸上競技協会

特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会　　諏訪陸上競技協会

茅野市教育委員会

諏訪陸上競技協会

葛城　光一

篠原　克修

矢沢　翔吾

〇：成功・有効試技　　×：失敗・無効試技　　－：パス　　ｒ：試合放棄

　ＤＮＳ：欠場　DNF：途中棄権　ＮＭ：記録なし　DQ：失格
　TR17.3.1：他のレーンに入った



ﾄﾗｯｸ審判長 篠原　克修

跳躍審判長 篠原　克修
投てき審判長 篠原　克修

【開催日】 令和5年（2023）3月21日 ｽﾀｰﾄ審判長 篠原　克修

【主催団体】 茅野市陸上競技協会 TOP8 記録一覧表 記録主任 矢沢　翔吾

女  子 【競技場】茅野市運動公園陸上競技場 招集所審判長 篠原　克修
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 3/21 女子 福田 笑未(2) 41.23 柳平 紗希(2) 43.79 小倉 和香葉(1) 44.88 増沢 結(2) 45.72 河野 恭子(1) 45.87 大﨑 にこ(2) 46.29
300m 東海大諏訪高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪清陵高 東海大諏訪高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 東海大諏訪高

 3/21 小林 みさと(2) 5:07.70 竹花  明姫(2) 5:46.83
1500m 諏訪二葉高 上田千曲高

 3/21 長濱 愛里咲(2) 2.70 松﨑 望乃(1) 2.30 伊藤 愛莉(1) 2.00 星野 瑳那(1) 1.30
棒高跳 駿台甲府高 原中 長峰中 宮田中

 3/21 中学女子 宮下 心花(1) 27.91
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 高森中

 3/21 小学女子 帯刀 晶(6) 3:11.99 田畑 真子(5) 3:18.58 黒木 愛叶(5) 3:28.00 成澤 沙喜(5) 3:28.01 河野 恵子(5) 3:46.30 西 春乃(6) 3:47.38 成澤 里乃(3) 3:52.26 杉本 優月(4) 3:53.10
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 岡谷田中小 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小 真田ｸﾗﾌﾞ 原小

 3/21 赤羽  由乃葉(6) 2.30 会田 光咲(5) 1.50
棒高跳 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3/21 柳平 想乃(5) 43.14 五味 麻陽(5) 27.97 山口 紗和(4) 25.85 杉山 咲和(4) 25.49 折山 美音(4) 22.91
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 真田陸上教室 真田陸上教室 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ



3月21日 10:50

 1 福田 笑未(2)     41.23 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 2 柳平 紗希(2)     43.79 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 小倉 和香葉(1)     44.88 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 諏訪清陵高

 4 増沢 結(2)     45.72 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 東海大諏訪高

 5 河野 恭子(1)     45.87 
ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 大﨑 にこ(2)     46.29 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高

3月21日 11:20

 1 帯刀 晶(6)   3:11.99 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 田畑 真子(5)   3:18.58 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 岡谷田中小

 3 黒木 愛叶(5)   3:28.00 
ｸﾛｷ ｱｲｶ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 成澤 沙喜(5)   3:28.01 
ﾅﾙｻﾜ ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 河野 恵子(5)   3:46.30 
ｺｳﾉ ｹｲｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 西 春乃(6)   3:47.38 
ﾆｼ ﾊﾙﾉ 原小

 7 成澤 里乃(3)   3:52.26 
ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 杉本 優月(4)   3:53.10 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 原小

 9 阿部 琴美(5)   3:56.48 
ｱﾍﾞ ｺﾄﾐ 富士見MC

10 西 陽菜乃(4)   3:56.84 
ﾆｼ ﾋﾅﾉ 原小

11 上原 聖愛(4)   3:57.79 
ｳｴﾊﾗ ﾋｲﾅ 諏訪FA

12 上野 彩乃(5)   4:09.25 
ｳｴﾉ ｱﾔﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

13 宮下 心陽(3)   4:23.83 
ﾐﾔｼﾀ ｺﾊﾙ 富士見MC

14 楢木 愛姫(3)   4:23.87 
ﾅﾗｷ ﾏﾅﾋ 富士見MC

3月21日 10:10

 1 小林 みさと(2)   5:07.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 諏訪二葉高

 2 竹花  明姫(2)   5:46.83 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷ 上田千曲高

  酒井 映里那(1)      
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部中

5  7824

女子

300m
順 ﾚｰﾝ Bib 氏  名 所属名 記録／備考

6    26

3    76

2    29

7  7746

4    28

3     6

小学女子

1000m
順 ORD Bib 氏  名 所属名 記録／備考

12    39

2    36

10    37

4     7

1    19

8    38

11    17

9    80

5    20

6   103

14    11

7    82

13    86

女子

1500m
順 ORD Bib 氏  名 所属名 記録／備考

1  7592
DNS

3   110

2  1496



3月21日 10:00

2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80
長濱 愛里咲(2) - - - - - - - - - -
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 駿台甲府高 - - o xxo xo xxx
松﨑 望乃(1) - - - - - o - o o o
ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾉ 原中 o xxx
伊藤 愛莉(1) - - - - o - o xo xxx
ｲﾄｳ ｱｲﾘ 長峰中
星野 瑳那(1) xo - xxx
ﾎｼﾉ ｻﾅ 宮田中
篭田 心優 DNS
ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ ｴｸｽﾎﾟﾅｶﾞﾉ

3月21日 10:00

2m30 2m40
赤羽  由乃葉(6) - - - - - o - o o o
ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ o xxx
会田 光咲(5) xo o xo xxx
ｱｲﾀﾞ ﾐｻ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

3月21日 10:30

宮下 心花(1)
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾅ 高森中

3月21日 10:30

柳平 想乃(5)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
五味 麻陽(5)
ｺﾞﾐ ﾏﾋﾛ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
山口 紗和(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ 真田陸上教室
杉山 咲和(4)
ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ 真田陸上教室
折山 美音(4)
ｵﾘﾔﾏ ﾐｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 22.91  21.30 13.89 22.91 19.675 3    12  17.87 17.29

 25.49 

 25.85 23.49 20.18 24.813 4   100  25.43 21.22  25.85 

4 2   101  21.31 25.49 25.48 23.87 24.49 22.22

 27.97 

 42.36 43.14 39.74 37.981 5    14  42.44 41.67  43.14 

2 1    10  19.49 22.25 24.34 23.87 27.97 23.55

-4- -5- -6- 記録 備考

小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
順位 試技 Bib

順位 試技 Bib

氏  名 所属名 -1- -2- -3-

氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 1.50

記録 備考

1 2    94  2.30

 27.91  23.69 22.90 26.48   x1 1  8388  27.91 27.81

-4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

2m00 2m10 2m20

小学女子

棒高跳
順位 試技 Bib

2 1     8

1m70
氏  名 所属名

1m30 1m40 1m50 1m60 1m80 1m90

女子

棒高跳
順位 試技 Bib 氏  名 所属名

1m30 1m40 1m50 1m60 1m70
記録 備考

1 5    34  2.70

1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

4 1  8194  1.30

4     2      

2 3  8696  2.30

3 2  7860  2.00
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